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予定されています。開放時間は午後3時30分から
午後9時まで。入場の際には運転免許証などの写
真付き公的身分証明書が必要となります。当日
は基地内のフードコートや飲食施設が利用でき
ます。独立記念日をお祝いする花火の打ち上げ
が、午後8時30分から始まります。
　鬱陶しい梅雨の季節でありますが、美しい打
ち上げ花火を期待したいものです。

先ずは報告事項であります。
　7月3日㈫13:30より佐世保学園意見発表会に出
席いたしました。成績優秀者の方へ賞状と記念
品の授与をいたしました。素晴らしい意見発表
で大変感銘を受けてきました。後程、山下尚登
さんより報告をお願い致します。

　次に、本日の例会に先立ち理事会を開催しま
したので、理事会の報告をさせて頂きます。
①例会運営の最終確認（概ね例年通り）
②2012～2013年度活動計画表について
③理事会決定事項の確認
④組織図について（大委員会の名称変更）
⑤クラブ協議会について（本日と来週）
⑥�ガバナー補佐訪問・クラブ協議会についての
最終確認
⑦ガバナー公式訪問についての最終確認（8月8日）

　本日はこの後クラブ協議会となっていますの
で、担当の理事の皆様方は宜しくお願いしま
す。又、本日は多くのゲストの皆様方が激励に
駆けつけて頂きまして有り難うございました。
心から感謝申しあげ挨拶といたします。

　姉妹クラブである台南RC� 1993
～1994年度会長�郭國銓様（GYNE�
ギネ・享年84歳）が6月25日午前中、
御急逝、永眠されました。ここに
生前のご厚誼に感謝し、ご冥福を
お祈り致します。

� 会長　長島　正さん
　皆さん今日は。いよいよ本日か
ら佐世保RC新年度のスタートでご
ざいます。これから1年間、どう
ぞよろしくお願いします。
　6月30日㈯の役員交代式並びに
懇親会には名誉会員の海上自衛隊佐世保地方総
監海将�吉田正紀様ご夫妻、米海軍佐世保基地�ロ
ック司令官をはじめ多くの会員の皆様方、奥様
方の出席を頂きまして、盛会裏に終了すること
が出来ました。担当して頂きました親睦委員会
の皆様方をはじめ会員の皆様方へ感謝申しあげ
ます。有り難うございました。
　冒頭に黙禱をして頂きましたが、台南RC�
1993～1994年度会長�郭國銓様のご冥福をお祈り
致します。
　さて、本日7月4日㈬はアメリカ合衆国の独立
記念日であります。米海軍佐世保基地が一般開
放されます。バンド演奏や打ち上げ花火などが
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表があり、長島会長から表彰状と記念品が3名に
贈られた後、激励のご挨拶がありました。生徒
達の更生を心より願う次第です。

■ローターアクト委員会	 委員長　高橋　理一さん
　ローターアクトの例会が、12日
㈭18:30からホテルオークラJRハウ
ステンボスで開催されます。卓話
者は唐津東RCの宮島傳二郎さんで
す。ローターアクト後援の為、前年
度同様、会員皆様の出席をお願い
いたします。なお今回から、登録料が2,000円と
なっております。

■社会奉仕委員会	 委員長　松尾　慶一さん
　社会奉仕委員会といたしまして
年に2回のビッグイベントがありま
す。後半戦は空き缶回収ですが、
前半戦は待ちに待ったビーチ・クリ
ーンアップのご案内がまいっており
ます。毎年、佐世保クラブは多く
の参加者に協力していただいていますので、今年
も更に多くの参加をお願い申しあげます。
　7月16日�海の日です。集合場所は、鹿子前の
パールシーです。くれぐれも場所をお間違いの
ない様に願います。海の無い波佐見から私は毎
年参加しておりますので、地元の方は必ずお越
し頂けます様にお願い致します。

	 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕さん
　新年度ニコニコボックスをスタートいたしま
す。よろしくお願いいたします。
　本日は沢山頂いております。ありがとうござ
います。もしまだという方は、新しい長島丸の
船出に当たり、メンバー皆様のお気持ちをご一
緒に、そして、勢いを込めて、各テーブルの
BOXにニコニコいただければ幸いでございます。
何卒よろしくお願いいたします。

佐世保中央RC
四元　清安会長、前田　眞澄幹事
指山　康二さん、牛島　義亮さん
井上　　亮さん、田端　　茂さん
岩政　　孝さん、池永　隆司さん
八重野一洋さん
　総勢9名で、長島�正会長の船出を祝ってメー

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ビジター
　佐世保中央RC
　　四元　清安会長、前田　眞澄幹事
　　指山　康二さん、牛島　義亮さん
　　井上　　亮さん
　　田端　　茂さん
　　岩政　　孝さん
　　池永　隆司さん
　　八重野一洋さん

� 幹事　円田　浩司さん

１．第2740地区ガバナー	 福元　裕二さん
　　地区幹事　	 古賀　久志さん
　　事務局長　	 森永　敏男さん
　事務所名称変更のお知らせ
　　�7月1日よりガバナー・エレクト事務所から
ガバナー事務所となりました。

２．第5グループ	ガバナー補佐	 山本　浩平さん
　お礼状が届きました。

３．第2740地区	福元裕二ガバナー事務所
　ホームページ更新のお知らせ
　　7月1日です。

■財団奨学・米山委員会	委員長　長富　正博さん
　2012年度クラブ米山奨学委員長
セミナーに参加して参りました。
　今年度より、募金目標が1人あた
り16,000円となります。集金の為に
積立等のシステムを検討すること
を目的としたセミナーでした。機
会がございましたら詳細をご報告いたします。

■インターアクト・青少年活動委員会
� 委員長　山下　尚登さん
「第62回社会を明るくする運動　
佐世保学園意見発表会」
　平成24年7月3日㈫13:30～15:30
に長島会長と私2名で出席致しま
した。6名の生徒の素晴らしい発
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委員会報告
ニコニコボックス
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クアップさせて頂きました。1年間健康に留意さ
れ頑張ってください。

長島　　正	会長、円田　浩司	幹事
　佐世保中央RC�四元会長、前田幹事他7名の皆
様のご来訪を心から歓迎申しあげます。一年
間、よろしくお願い致します。

西村正一郎さん
　佐世保中央RCのご来訪を歓迎します。

長島　　正	会長、加納洋二郎	副会長
円田　浩司	幹事、平尾　幸一	副幹事
　一年間、お世話になります。よろしくお願い
致します。

池田　　豊さん、梅村　良輔さん
富永　雅弘さん、石井　正剛さん
円田　　昭さん、木村　公康さん
中島　祥一さん、髙田　俊夫さん
井手　孝邦さん、藤井　　隆さん
　今年度のスタートに当たり、理事の意気込み
をこめてニコニコします。

梅村　良輔さん
　長島会長の今年度クラブ運営に期待致しま
す。今日より一会員、気楽なものですよ！

大神　邦明さん、玉野　哲男さん
　新年度、長島丸の出航にエールをこめて。

安福鴻之助さん
　長島丸の船出を祝して。
　土曜日の役員交代式の折、間違えて、ジバン
シーの上等傘を持って帰りましたが、自宅に着
くまで気がつきませんでした。私のは濃紺のジ
ャンプ傘です。お心当たりの方はご連絡くださ
い。ご迷惑かけてスミマセンでした。

山下　尚登さん
　松永市郎元会員の娘で、私の幼・小・中・高の
同級生の松永真理さんが、会社の仕入先である
テルモ㈱の社外取締役に6月28日の株主総会で就
任しました。松永真理さんは、リクルートに入
社し、「トラバーユ」の編集長を経て、NTTドコ
モに転職し、iモードの開発に携わり、「iモード
の生みの母」と言われた女性です。学校時代は全
く会話をしたことがありませんでしたが、仕事
で話することを楽しみにしています。

親睦、出席・例会委員会
中村　徳裕さん、中川　知之さん

有薗　良太さん、圡井　弘志さん
松尾　文隆さん、見藤　史朗さん
溝口　尚則さん、米倉洋一郎さん
坂本　　敏さん、髙瀬　宏滋さん
大久保利博さん、佐藤　丈治さん
　今年一年よろしくお願いします。

■会長　長島　　正さん
　佐世保RCは創立して62年目を迎えます。会長
をお引き受けし、責任の大きさを痛感していま
す。会員の皆様から職責を付託された以上、こ
れからの1年を自分自身の修身のチャンスと自覚
し、ロータリーの本質を見失うことなく会員交
流を中心にお互いの絆が深まるよう、運営と事
業を行ってまいります。
　今年度、RIのテーマは、「奉仕を通じて平和
を」であります。日本人としては30年ぶりに、3
人目の八潮RCの田中作治RI会長の登場となりま
した。
　去る、3月23日㈰に開催されましたPETSで、
佐賀北RCの第2740地区ガバナー�福元裕二氏は
地区方針として次のように述べられました。
1.　�各クラブでRIテーマに沿った奉仕活動、良
い事を1つ以上実行しよう

2.　�若い世代の育成につながることを考え、実行
しよう

3.　�表彰をできるだけ多くしたいので、積極的な
応募を

4.　東日本大震災の支援を継続しよう
5.　会員増強の目標、純増2名以上
6.　�ロータリー財団への年次寄付目標、1人平均
100ドル／年間

7．�米山奨学会への寄付目標、1人平均16,000円
／年間

をあげられています。

◇

ニコニコボックス� 合　　計� 52,000円
テーブルBOX� 合　　計� 19,000円
� 本日合計� 71,000円

� 累　　計� 71,000円
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　地区協議会開催の為の実行委員会も立ち上げ
ます。実行委員長�福田金治さん、副実行委員長�
橘髙克和さんを中心に準備を進めて頂くように
依頼しています。
　これから1年間、皆様方には大変ご負担をお掛
けする事になります。どうか温かいご支援とご
協力を頂きますよう宜しくお願いいたします。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■職業奉仕部門		会員増強委員会
　　委員長　富永　雅弘さん

　◯職業奉仕委員会
　◯会員増強拡大委員会
　◯職業分類委員会

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■国際奉仕部門		ロータリー財団委員会
　　委員長　藤井　　隆さん

　◯国際青少年計画・世界社会
　　奉仕委員会
　◯財団奨学・米山委員会

詳細は、クラブ活動計画書をご覧ください。

（今週の担当　才木　邦夫）
（カメラ担当　髙瀬　宏滋）

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊次回例会予告＊

クラブ協議会

　◯クラブ奉仕部門��管理運営委員会
　◯社会奉仕部門��公共イメージ委員会
　◯新世代奉仕部門��奉仕プロジェクト委員会
　◯会計

2012～2013年度  年間スローガン
「友愛の絆で結ぶロータリー」

　このRIテーマやガバナーの方針を踏まえて、
本年度の佐世保RCの運営を次の4項目に重点を
置いて進めて参りたいと考えています。

1．退会防止と会員増強（純増3名）に努める
　世界では、1年間に10万人の方がロータリーク
ラブへ入会されていますが、それと同数の10万人
の方が退会されているという現実があります。佐
世保RCでも会員の減少傾向が続いています。
　私達を取り巻く厳しい経済状況もあります
が、我がクラブからの退会者を出さない努力を
最大限行いたいと思います。

2．例会・事業における会員交流に力を入れる
　出席して、参加して良かった、楽しかったと
思って頂ける工夫をしていきます。
　会員同志の交流を増やし、本音で語り合える
委員会活動に持っていきたいと思います。

3．ロータリー財団・米山奨学会への寄付協力
　例年の通り寄付協力を引き続き行いたいと思
います。
　ロータリー財団へは3000ドル
　米山奨学会へは20万円
　ポリオ撲滅へは1000ドル
以上を目標に行いたいと思います。

4．姉妹クラブとの提携継続
　次年度は姉妹クラブであります台南RCとの姉
妹クラブ提携の締結期限を迎えます。
　今の所は今年11月に訪問して、提携継続の手
続きを行う予定です。国際奉仕委員長の藤井さ
んにお世話をお掛け致しますが、宜しくお願い
します。

　その他では、次年度の地区協議会の開催を佐世
保RCが担当する事に決定しています。佐世保RC
がスポンサーになっています、平戸RCの塩澤ガ
バナーエレクトの支援要請を受けて、佐世保市内
で開催予定。現時点では、平成25年5月12日㈰ホ
テルオークラJRハウステンボスで開催予定です。


